
会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

時間　午前 11 時～
会場　児童室（おはなししつ）
協力　ききみみずきんおはなしの会

おはなしの会
（幼児の親子・小学生）

７
13・27 ㈯

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

夏休みお楽しみスタンプラリー

７
19 ㈮ ～

内容　本を借りてスタンプをためよう
時間　火～金曜日➡午前 10 時～午後７
時／土・日曜日、祝日➡午前 10 時～午
後５時（７月 20 日㈯～８月 25 日㈰は午
前９時 30 分～）
会場　児童室

８   29 ㈭

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

日時　７月の毎週木曜日午前 10 時 30
分～／７月の毎週土曜日午後２時～
会場　児童室（おはなししつ）
協力　なでしこの会

読み聞かせ
（幼児の親子・小学生）４㈭ ほか

７

（全２回）

夏の思い出作ろう！！

❶水分補給のための水筒や、手や汗
を拭くタオルをお持ちください

❷記載のない限り参加無料・申込不要
❸電話での申込は先着順

子ども向けイベント共通事項
（Ｐ５～７）

夏の子ども向けイベント特集
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●必要事項…郵便番号、住所、氏名、ふりがな、学校名、学年、電話番号

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

時間　午前11時～／11時30分～（同内容）
会場　第１会議室
対象　乳幼児（３歳まで）の親子
協力　ききみみずきんおはなしの会

７
10 ㈬

ちびちびひろば
（絵本・手あそび）

申問市立図書館…☎（２３５）１４２７

時間　午前 11 時～
会場　西公民館
定員　乳幼児の親子 10 組
申込方法　電話または来館で

７
17 ㈬

おはなしキャラバン
（絵本・手遊び）

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

日程 内容
21 日「ざんねんないきもの事典」（50 分）

24 日「ユニコ」（90 分）

26 日「ぶどう酒びんのふしぎな旅」（30 分）

時間　午後２時～
会場　視聴覚ホール

夏休み児童映画会

７
21 ㈰・24 ㈬・26 ㈮

会申問遊亀公民館…☎（２３５）１４２８

時間　午前 10 時～正午
講師　雨宮萩寿和さん
定員　小学生以上各回 20 人
参加費　各回 500 円
持ち物　筆記用具
申込方法　７月５日㈮午前９時 30 分
から電話で

夏休み！
楽しいお琴体験

７
20・27 ㈯

会申問中道南児童館…☎（２６６）７２１１

時間　午後１時 30 分～３時
定員・材料費　小学生 10 人・390 円
持ち物　絵の具セット
申込方法　７月６日㈯午前９時から電
話で

夏休み子ども工作「オリジナ
ル木製時計」を作ろう！

７
20 ㈯

会申問石田児童館…☎（２２２）５２３０

時間　午後１時 30 分～３時 30 分
定員・材料費　小学生 15 人・250 円
申込方法　７月６日㈯午前９時から電
話で

夏の工作教室　わりばしで
作る「ビー玉コースター」

７
20 ㈯

会申問朝気児童館…☎（２３５）６６７０

時間　午後１時 30 分～３時 30 分
定員・材料費　小学生 15 人・300 円
持ち物　エプロン、三角巾、マスク
申込方法　７月 13 日㈯午前９時から
電話で

夏のデザート教室「アイス
クレープ」を作ろう！

７
20 ㈯申問林政課…☎（２９８）４８３７

時間　午前 10 時～
会場　市民いこいの里（黒平町）
定員　市および給水区域内に居住する
親子 40 人
申込方法　７月 12 日㈮までに電話で
※昼食は各自持参、送迎バスあり
★参加者にはヴァンフォーレ甲府ホー
ムゲームチケットをプレゼント

親子水源（水生生物）
    観察会

７
20 ㈯

（一社）ヴァンフォーレスポーツクラブ連携事業

５　　　令和元（２０１９）年／７月号

時間　午前 10 時～午後２時
講師　早川亜希子さん
定員・材料費　親子８組・1,500 円／組
持ち物　エプロン、三角巾、上履き（子
ども）
申込方法　７月８日㈪午前９時から電
話で

夏休み
親子パンづくり教室

７
24 ㈬

会申問北東公民館…☎（２５４）６１００

時間　午前 10 時～正午
講師　石川　顕さん
定員　小学３～６年生 12 人
申込方法　７月 10 日㈬午前 10 時か
ら電話で

夏休み
水彩画教室

７
23 ㈫・25 ㈭

会申問中央公民館…☎（２２２）４２４２



申問市ボランティアセンター…
☎（２２３）１０６１

ちょぼらキッズ

日程 ボランティア内容（会場） 定員
❶６日 市立図書館 10 人
❷７日 北部幼児教育センター ５人

❸８日 遊亀公園附属動物園 10 人
❹９日 中央部幼児教育センター ５人

内容　参加したい会場を選んでボラン
ティア体験をしてみよう

対象　小学５・６年生
時間　❶❸➡午前９時 30 分～午後０
時 30 分、❷❹➡午前９時～正午
申込方法　電話で

８
６㈫・７㈬・８㈭・９㈮

  広報こうふ　　　６
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●必要事項…郵便番号、住所、氏名、ふりがな、学校名、学年、電話番号

会申問南西公民館…☎（２２８）５５７１

内容　天体観測、子ども電気教室、ふ
うせん・バルーンアート、親子料理教
室、動物ふれあい広場、木工教室、書
道教室、フラダンス体験、読み聞かせ
など
時間　午前９時～正午
※一部のコーナーは定員がありますの
で、お問い合わせください

南西わんぱくランド
８

４㈰

問生涯学習課…☎（２２３）７３２３

内容　大きなスクリーン・迫力のある
サウンドでアニメを楽しもう！
上映内容　「鉄腕アトム」「稲むらの火」
ほか２作品
時間　午後１時 30 分～（開場１時）
会場　総合市民会館  芸術ホール
定員　500 人

８
５㈪

夏休み！
子どもアニメ鑑賞会

会申問中道南児童館…☎（２６６）７２１１

内容　工作・ゲーム・模擬店など
時間　午後１時 30 分～３時 30 分
定員　幼児（保護者同伴）～高校生 50 人
申込方法　７月 17 日㈬午前９時から
電話で

児童館夏祭り
８

21 ㈬

会申問東公民館…☎（２３５）０６１１

内容　お皿など好きなものを作る
時間　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
講師　山主郁子さん
定員　小学１・２年生の親子 16 組
材料費　1,500 円／組
持ち物　ねんどべら（使いたい方）
申込方法　はがきに必要事項を明記
し、〒 400 － 0812 和戸町 955 ー１東
公民館「親子陶芸教室係」まで郵送

【７月 19 日㈮必着】

夏休み教室
親子陶芸教室

８
３㈯

会申問リサイクルプラザ…☎（２４１）４３５７

内容　ソーラーパネルで動くバッタを
作る
時間　午前 10 時～正午
定員・材料費　20 人（小学３年生まで
は保護者同伴）・500 円
申込方法　７月 10 日㈬から電話で

夏休みソーラー工作教室
８

３㈯

時間　午後１時 30 分～２時 30 分／午
後２時 30 分～３時 30 分（同内容）
定員　小学生各 15 人
材料費　500 円
申込方法　７月 20 日㈯午前９時から
電話で

やるじゃん工作「 ア ロ マ
ワックス」を作ろう

８
３㈯

会申問西部児童センター…
☎（２２５）１７６４

内容　ペットボトルを使った鉛筆たて
を作る
時間　午前 10 時～正午
講師　甲府市ごみ減らし隊（環境部職員）
定員　小学生 15 人
持ち物　ペットボトル（500ml）、絵の具
申込方法　７月４日㈭午前９時から電
話で

夏休みエコ工作教室
８

４㈰

会申問勤労者福祉センター…
☎（２３２）８７５１

申問健康増進課…☎（２４２）８３０１

内容　市で収穫された季節の果物など
を使ったおやつを作り、親子で食と元
気なからだづくりを学ぶ
時間　午後１時 30 分～３時 30 分
会場　保健センター  栄養指導室
講師　市管理栄養士
定員　小学４～６年生の親子 12 組
持ち物　エプロン、三角巾、上履き（子
ども）
申込方法　７月 18 日㈭～ 25 日㈭まで
に電話で

夏の食育イベント
小学生親子クッキング

８
４㈰

会申問朝気児童館…☎（２３５）６６７０

時間　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
定員　小学生の親子（祖父母）20 組
材料費　1,500 円／組
持ち物　かなづち
申込方法　７月 27 日㈯午前９時から
電話で

親子工作教室
「木のイス」を作ろう

８
10 ㈯

時間　午前 10 時～ 11 時 30 分
定員　小学生の親子 16 組
材料費　500 円／組
持ち物　タオル１枚（汚れてもいいも
の）、持ち帰り用の袋
申込方法　７月 20 日㈯午前９時から
電話で

親子木工作教室「スパイス
ラック」を作ろう

８
10 ㈯

会申問北新児童センター…
☎（２５１）５０４９

申問環境保全課…☎（２４１）４３１２

内容　渓流の川底に棲む生きものを調
べて環境について学ぶ
時間　午前９時 30 分～正午
会場　昇仙峡市営駐車場
定員　小学生の親子 10 組
講師　環境保全課職員
申込方法　８月５日㈪午前９時から電
話で

夏休み親子環境教室
８

24 ㈯
（雨天中止）

日時　７月 13 日㈯～８月 25 日
㈰（木曜日は除く）午前 10 時～
午後４時まで
利用料　市内の方➡ 300 円／小・
中学生 100 円、市外の方➡ 720
円／小・中学生 300 円

【緑が丘スポーツ公園】☎（２５２）０１２１

日時　７月 20 日㈯～８月 23 日㈮（５日は除く）午前９時～正
午、午後１時～４時 30 分
利用料（半日）　大学生以上➡ 210 円、高校生➡ 100 円、中学
生以下➡ 50 円
※７月 28 日㈰、８月 18 日㈰は市内在住の方は無料。７月 20・
27 日㈯、８月３・10・17 日㈯は市内高校生以下の方は無料

【上九の湯ふれあいセンター】☎０５５５（８８）２５２５

プールが利用できます！



７　　　令和元（２０１９）年／７月号

夏の子ども向けイベント特集

会申問遊亀公民館…☎（２３５）１４２８

時間　午前 10 時～ 11 時 30 分
講師　西村千歳さん、高瀬莉恵さん
定員・材料費　親子 15 組・500 円／人
持ち物　筆記用具、ハサミ
申込方法　７月 10 日㈬午前９時 30 分
から 22 日㈪午後５時までに電話で

夏休み！親子で作れる
キラキラアロマ芳香剤と
ペットボトルの風鈴を作ろう

７
28 ㈰

申問上下水道局…☎（２２８）３３１７

内容　荒川ダム・平瀬浄水場・甲府市
浄化センターの見学
時間　午前９時～午後５時
定員　市内や給水区域内に居住する
小・中学生の親子 40 人（小学４年生
以上は子どものみも可）
申込方法　７月５日㈮～ 19 日㈮に電
話で
※昼食は各自持参

夏休み
親子上下水道教室

８
１㈭

（雨天決行）

会申問石田児童館…☎（２２２）５２３０

時間　午後１時 30 分～３時 30 分
定員・材料費　小学生 12 人・300 円
持ち物　マスク、エプロン、三角巾
申込方法　７月 13 日㈯午前９時から
電話で

夏休みクッキング
「フルーツもり×２

クレープ」

７
27 ㈯

会申問中央公民館…☎（２２２）４２４２

親子将棋教室（全３回）

時間　午前 10 時～正午
講師　杉野忠夫さん
定員　親子 12 組
申込方法　７月 11 日㈭午前 10 時か
ら電話で

７
29 ㈪・８  ５・19 ㈪

申問市体育協会…☎（２５２）０６６１

親子アロハフラダンス教室

７
25 ㈭・ ８ １・15・22 ㈭

時間　午前 10 時～ 11 時 30 分
会場　総合市民会館  格技場
講師　田中由香さん
定員　市内在住の親子 50 人（個人も可）
参加費　1,000 円／組（４回分）
申込方法　７月５日㈮午前 10 時から
電話で

（全４回）

会申問市立図書館…☎（２３５）１４２７

時間　午後１～３時
会場　第１会議室
定員　小学生以下の親子 15 組
材料費　500 円／組
持ち物　筆記用具、スティックのり、
ハサミ、色鉛筆
申込方法　７月５日㈮午前 10 時から
電話または来館で
協力　甲府手づくり絵本の会

１日でできる
親子手づくり絵本講座

７
26 ㈮

会申問中道公民館…☎（２６６）４１２１

内容　藤つるでお洒落なかごを作る
時間　午前 10 時～正午　
講師　齊藤鶴子さん
定員・材料費　20 人・500 円
持ち物　定規、はさみ
申込方法　７月８日㈪午前 10 時から
電話で

夏休み親子工作教室
７

27 ㈯

会申問北新児童センター…
☎（２５１）５０４９

時間　午後１時 30 分～３時 30 分
講師　山主郁子さん
定員　小学生の親子 16 組
材料費　1,800 円／組
申込方法　７月６日㈯午前９時から電
話で

夏の親子陶芸教室～オリジ
ナルの器を作ろう～

７
27 ㈯

時間　午後１時 30 分～３時
定員・材料費　小学生 28 人・500 円
申込方法　７月 13 日㈯午前９時から
電話で

夏休み工作教室「ヨットのス
マホスタンド」を作ろう

７
27 ㈯

会申問西部児童センター…
☎（２２５）１７６４

会問市立図書館…☎（２３５）１４２７

時間　午後２時～　
会場　児童室（おはなししつ）
協力　内田パパ

内田パパの絵本タイム
（幼児の親子・小学生）

７
28 ㈰

会申問中道南児童館…☎（２６６）７２１１

時間　午後１時 30 分～２時 30 分
定員・材料費　25 人・180 円
持ち物　マスク、三角巾
申込方法　７月 12 日㈮午前９時から
電話で

夏休みデザート作り
ひんやりゼリーのミニパフェ

７
29 ㈪

会申問中央公民館…☎（２２２）４２４２

時間　午前 10 ～ 11 時
講師　歴史文化財課職員
定員　小学４～６年生の親子 12 組
申込方法　７月９日㈫午前 10 時から電
話で

親子「甲府歴史ものがたり」
編集者によるおもしろわく
わく講座

７
30 ㈫

会申問東公民館…☎（２３５）０６１１

内容　簡単な料理を覚える
時間　午前 10 時～正午
講師　立川智恵美さん
定員　小学３～６年生 16 人
材料費　500 円
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
申込方法　はがきに必要事項を明記
し、〒 400 － 0812 和戸町 955 ー１東
公民館「子どもお料理教室係」まで郵送

【７月 16 日㈫必着】

夏休み教室
子どもお料理教室

７
30 ㈫

会申問東公民館…☎（２３５）０６１１

内容　バードコール（鳥笛）を作る
時間　午前 10 時～正午
講師　野田沙織さん
定員　小学５・６年生 20 人
材料費　800 円
持ち物　汚れてもいい服装
申込方法　はがきに必要事項を明記
し、〒 400 － 0812 和戸町 955 ー１東
公民館「子ども木工教室係」まで郵送

【７月 17 日㈬必着】

夏休み教室
子ども木工教室

７
31 ㈬

会申問東公民館…☎（２３５）０６１１

内容　ペットボトルを使った鉛筆たて
を作る
時間　午前 10 時～正午
講師　甲府市ごみ減らし隊（環境部職員）
定員　小学生の親子８組 16 人
持ち物　ペットボトル（500ml）、絵の具
申込方法　はがきに必要事項を明記
し、〒 400 － 0812 和戸町 955 ー１東
公民館「親子エコ教室係」まで郵送

【７月 12 日㈮必着】

７
26 ㈮

夏休み教室
親子エコ教室


